
 

データ  シート
Cisco Network Assistant 2.0
製品概要

Cisco® Network Assistant は、中小・中堅企業のネッ ト ワーク向けに最適化された、 PC ベースのネッ ト ワーク管理アプリケーシ ョ

ンです。 Cisco Smartports テク ノ ロジーを活用し、 中小規模ネッ ト ワークの中央集中型管理と設定を可能にします。 これによっ

て、 機器の導入や継続的なメンテナンス作業が容易になり ます。

ユーザは使いやすい GUI を使用し、 構成管理、 インベン ト リ  レポートの作成、 パスワード同期、 およびド ラ ッグ & ド ロ ップに

よる IOS® アップグレード といった共通サービスを、スイッチ、ルータ、およびアクセス  ポイン トのすべてに提供できます。Cisco
Network Assistant は、 Cisco.com から無料でダウンロードできます。

主な機能と利点

スマート

Smartports Advisor

Smartports Advisor は、 デバイスを検出し、 スイ ッチ、 ルータ、 およびアクセス  ポイン トのセキュ リ ティ、 アベイラビ リ ティ、

および QoS 機能に関して、シスコの推奨設定の適用を促す組み込み型のアドバイザリ  ツールです。Smartports Advisor を利用す

る と、 詳細な設計ガイ ドやマニュアルを参照するこ とな くデバイスを設定できます。 Cisco Smartports テク ノ ロジーを使用する

と、 ネッ ト ワーク管理者の作業時間を短縮し、 人為ミ スを防ぐこ とができます。 また、 アプリ ケーシ ョ ンに応じて、 スイ ッチ、

ルータ、 またはアクセス  ポイン トの設定を最適化するのに役立ちます。

ダイナミ ック  アプリケーシ ョ ン アップデート

ダイナミ ッ ク  アプリ ケーシ ョ ン アップデートによって、ユーザは使用中の Cisco Network Assistant およびその修正パッチを、常

に最新のものにアップデート しておく こ とができます。 この機能を使用する と、 新し く購入したデバイスをネッ ト ワークに設

置する際も安心です。最新の更新情報を基にして自動的にデバイスがサポート され、機器を安全に使用できるよ うになり ます。

オンライン ヘルプ

オンライン ヘルプは、 Cisco Network Assistant 2.0 に組み込まれた、 詳細かつシームレスなヘルプ機能です。 詳しい用語解説と

優れた検索機能が用意されており、 ユーザは各設定を行うための適切な （要求された） ウ ィ ンド ウを開いたり、 関連リ ンクを

利用したりするこ とができます。 オンライン  ヘルプを使用する と、 テクニカル サポートの支援を受けるこ とな く、 ユーザ自身

で問題の解決方法を見つけて処理するこ とができます。

シンプル

コ ミ ュニティ

コ ミ ュニティは次世代のディ スカバリ  メカニズムで、 この機能によって、 スイ ッチ、 ルータ、 およびアクセス  ポイン トに共通

サービスを適用できるよ うになり ます。 共通サービスには、 Cisco IOS ソフ ト ウェアのアップグレード、 構成管理、 インベン ト

リ  レポート、 ネッ ト ワーク  イベン ト、 アラート、 およびパスワード同期などがあ り ます。
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ド ラ ッグ & ドロップによる IOS のアップグレード

この機能を使用する と、 PC のデスク ト ップから トポロジー画面上の目的のデバイス  アイコンへと Cisco IOS ソフ ト ウェアをド

ラ ッグ & ド ロ ップするだけで、Cisco Catalyst® スイ ッチ、ルータ、またはアクセス  ポイン トにインス トールされた Cisco IOS ソ

フ ト ウェアを簡単にアップグレードできます。 Cisco IOS のファイル名を入力したり、 Trivial File Transfer Protocol （TFTP; 簡易

ファイル転送プロ ト コル） サーバの IP アドレスを選択したりする必要はあ り ません。

Topology View および Front Panel View
ユーザは、 物理トポロジー画面と前面パネル画面の 2 つを用いて、 ネッ ト ワークをモニタするこ とができます。 情報に富んだ

Topology View （上図） では、 ネッ ト ワーク内のデバイスのタイプだけでなく、 デバイスの状態、 物理接続、 および各種モニタ

リ ング機能に関する詳細情報が図式化して表示され、 一覧できるよ うになっています。 Front Panel View （下図） では、 ネッ ト

ワーク内の複数のスイ ッチが同時に表示され、 スイ ッチ ポートの状態、 動作モード （半二重 / 全二重）、 および速度が併せて表

示されます。 さ らに、 ユーザは複数のスイ ッチの複数のポート をま とめて選択し、 VLAN などのパラ メータの設定時間を短縮

するこ と もできます。 また、 インベン ト リ、 ポート、 Quality of Service （QoS; サービス品質）、 および Access Control List （ACL;
アクセス制御リ ス ト ） の統計情報に関し、 包括的レポート を リ アルタイムで利用するこ とが可能です。

セキュア

コ ミ ュニティのセキュリテ ィ

Network Assistant では、Cisco Network Assistant ク ライアン ト と コ ミ ュニティ内の個々の接続デバイスの間で、Secure Socket Layer
（SSL） 接続を利用できるよ うになり ました。 これによ り、 すべての機密情報の保護に確実性を増すこ とができます。

その他の機能

Cisco Network Assistant は、 上記のほかに、 Cisco Catalyst 4500 シ リーズ スイ ッチを管理するための次の機能を備えています。

• イベン ト通知

• 設定

– ポート

– 音声 VLAN

– ポート  セキュ リティ

• モニタ リ ング

• 仮想モード

• インベン ト リ  レポート

• ソフ ト ウェア アップグレード

• 帯域幅 / リ ンク利用率グラフ

• セキュ リ ティ  ウ ィザード

• Smartports

プラッ ト フォーム

管理およびサポート対象デバイス

Cisco Network Assistant 2.0 がサポート している Cisco Catalyst スイ ッチは、 次のとおりです。

• Catalyst 2900XL シ リーズ

• Catalyst 2940 シ リーズ

• Catalyst 2950 シ リーズ

• Catalyst 2955 シ リーズ

• Catalyst 2970 シ リーズ
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• Catalyst 2900 シ リーズ

• Catalyst 2950 LRE シ リーズ

• Catalyst 3500XL シ リーズ

• Catalyst 3550 シ リーズ

• Catalyst 3560 シ リーズ

• Catalyst 3750 シ リーズ

Cisco Network Assistant 2.0 がサポート している Cisco Catalyst のモジュラ型スイ ッチおよびスーパーバイザ エンジンは、 次のと

おりです。

• Catalyst 4500 シ リーズ Supervisor Engine II-Plus TS
• Catalyst 4500 シ リーズ Supervisor Engine II-Plus
• Catalyst 4500 Supervisor Engine IV

• Catalyst 4503 スイ ッチ

• Catalyst 4506 スイ ッチ

• Catalyst 4507R スイ ッチ

• Catalyst 4948 スイ ッチ

Cisco Network Assistant 2.0 がサポート している Cisco Catalyst モジュラ型スイ ッチのライン  カードおよび電源装置は、 次のとお

りです。

• Catalyst 4500 10/100 Module、 24 ポート （RJ45）
• Catalyst 4500 10/100 Auto Module、 48 ポート （RJ45）
• Catalyst 4500 10/100 PoE 802.3af 24 ポート （RJ45）
• Catalyst 4500 PoE 802.3af 10/100、 48 ポート （RJ45）
• Catalyst 4500 24 ポート 10/100/1000 Module （RJ45）
• Catalyst 4500 Enhanced 48 ポート 10/100/1000 BASE-T （RJ45）
• Catalyst 4500 PoE 802.3af 10/100/1000 24 ポート （RJ45）
• Catalyst 4500 PoE 802.3af 10/100、 48 ポート （RJ21）
• Catalyst 4500 6 ポート 1000BASE-X （GBIC） ギガビッ ト  イーサネッ ト

• Catalyst 4500 1000 W AC 電源装置 （データのみ）

• Catalyst 4500 1300 W AC 電源装置 （データおよび PoE）
• Catalyst 4500 2800 W AC 電源装置 （データおよび PoE）

Cisco Network Assistant 2.0 がサポート しているシスコ製ルータは、 次のとおりです。

• Cisco 800 シ リーズ SOHO 向けルータ

• Cisco 1700 シ リーズ モジュラ型アクセス  ルータ

• Cisco ISR （Integrated Services Router） 1800 シ リーズ

• Cisco 2600 シ リーズ マルチサービス  プラ ッ ト フォーム

• Cisco ISR 2800 シ リーズ

• Cisco 3700 シ リーズ マルチサービス  アクセス  ルータ

• Cisco ISR 3800 シ リーズ

Cisco Network Assistant 2.0 がサポート しているワイヤレス  アクセス  ポイン トは、 次のとおりです。

• Cisco Aironet® 350 シ リーズ

• Cisco Aironet 1100 シ リーズ

• Cisco Aironet 1200 シ リーズ
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また、 次のデバイスもサポート されています。

• Cisco Catalyst 6500 シ リーズ スイ ッチ （Catalyst 6500 Supervisor Engine 32 を搭載）

• Cisco PIX 515E セキュ リティ  アプライアンス

• Cisco IP Phone

Cisco Network Assistant 2.0 は、 表 1 のサポート数を組み合わせて、 最大 20 のデバイスをサポート します。

表 1 デバイスごとの上限

システム要件

表 2 は、 Cisco Network Assistant 2.0 のシステム要件を示しています。

表 2 システム要件

ダウンロード

Cisco Network Assistant 2.0 （無料） をダウンロードする場合は、http://www.cisco.com/go/networkassistant にアクセスしてください。

デバイス サポート数

非モジュラ型スイッチ 16

モジュラ型スイッチ 4

ルータ 2

アクセス ポイン ト 12

Cisco PIX セキュリテ ィ  アプライアンス 2

OS （オペレーテ ィ ング システム） Windows 98* （Second Edition）、Windows NT 4.0 （Service Pack 6 以降）、Windows 2000 （Service 
Pack 3 以降）、 Windows XP （Service Pack 1 以降） 日本語 Windows 対応

* Cisco Catalyst 4500 シリーズの管理は、 Windows 98 ではサポート されていません。

ディスク容量 50 MB の空きハード  ディスク容量

ハードウェア 233 MHz プロセッサ搭載の PC

メモリ 128 MB
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料に記載された仕様は予告なく変更する場合があります。

シスコシステムズ株式会社

URL: http://www.cisco.com/jp/
問合せ URL: http://www.cisco.com/jp/go/contactcenter/
〒 107-0052 東京都港区赤坂 2-14-27 国際新赤坂ビル東館

TEL: 03-6670-2992
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お問合せ先
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